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心—一の證まコナミの"ブラディウス"を、おSいムブ獲きまして諭こ 

ありがとラございます。ブレイされる前じこの説明塞をお読み頂きますとよ 

り一層楽し<遊べます。正しい使用法でご愛用下さい。 

1 ストーU— P3 

E 
あそ かた 

P4 

3 
そラさほラほラ 

巧 

4 プレイヤー P巨 

5 八つーアップ P7 

巨 キヤラクターのおな P8 

7 侵巧されたスペースプランS P12 

曰 エクストラステージ P13 

9 お!！テクニック P14 

巧 
なる美しさ惑星グラディウスは、蓋時空星団バクテリアンのしい李 

ち♦うしんりや < こうげき ザつめつ きを た わく廿い ♦も 

宙侵略攻擊により絶滅の危機に立たされていた。惑星グラディウスを守るた 

めじ、超時空戦闘機•ビックバィパーが#、Bik)車叢に義びをった。S关 

なる異次元空間とバクテリアンの総攻撃がビックバイパーを壽ちgける。 

めさずは敵要塞だ□ス。エネルギーカプセルを集め、パワーアップだ/義M 

グラディウスを救えるのはgしかいない。Mmと#ち革‘真で、さあ、堯達せよ! 



1このゲームは1人又は含又で義ベまず。註又の場合はでプレイしまず。 

2キーボード、ジョイスティックのどちらでを使用でさまず。 

3力ーソルキー(又はジョイスティック)で1人で遊ぶ(IPLA丫ETOかS人で遊ぶ 

にPLA丫ERS)か、を選びまず> 

4スペースキー(またはショッhボタン)を押ずとゲームがスタートしまず。 

已プレイヤーは、次々と襲って来る敵とその攻撃をかわしてステージを進 

めまず。ステージ毎に登場ずる大型敵を破壊ずるとステージクリアでず。 

巨プレイヤーのな撃はパワーカプセルを取り、パワーアップずることじよ 

って変化しまず。パワーカプセルは赤い敵や編隊でやって来る敵を全て 

破壊ずると出現しまず。（P 7を参照して下さい。） 

7プレイヤーの持ち数は3機でず。 

8プレイヤーは1邮，邮日点毎に1機皂えまず。ただしプレイヤー数が明機の 

時は僧えません。 

9プレイヤーは敵や敵の撃った弾、地おに当ると爆発して一機失いまず。 

10ゲームを一時中断したい時はlEuキーを押してTさい。ゲームをsriず 

る時は、ちラー度[E1]キーを巧して下さい。 

11ゲームオー八一になった場所から再開したい時は、ゲームオー八一の善 

楽が流れている時に尼量]キーを押して下さい。 

G 

そうさほうほう 

3.操作方法 

•キーボード使用の時はプレイヤー1、プレイヤー2とち同じキーで操作しまず， 

•ジョイスティック使用の時はプレイヤー1、プレイヤー2ともポーK1(またはポート 

A)じ接続されているジョイスティックを交代で使用しま菲ポート2(またはポー 

h己)じ接続されたジョイスティックは使用でさません。 

がめんせつめい 

♦画面説明 

パワーカプセル 
レーザー 

も±4益 

八イスコア 

プレイヤー1のスコア 

ぶ••卜 



G_R_A_ D J_y_s 

▲ 
ビックバイパー 

グラディウス星防衛軍がBる最新銳のスターシップ。 

コンパクhな機体設計ながら強力なパワーを«えている。 

フルーパワーカプセル 

青いパワーカプセルを轰ると 

面面上の敵をでさまず。 
T 

パルスエネルギーカプセル。これを集めて 

パワーアップしてバクテリアンの侵略を阻止ずる。 

ビックバイパー 

LENGTH_49.5ft WIDTH—51.0れ 
HEIGHT-20.0ft WEIGHT_38t 
ENGINE-IMPULSE POWER DRIVE 
WEAPONS—日EAM, LASER, MISSILE. 

2 OPTIONS 

NAVIGATION LIGHTS 

RADAR 

巧 

写-R_A_D_!_y_s 

赤いパワーカプセルをもると画面下のセレクhサインが菱わりまず。義窒 

ずるセレクトサインが光ったらパワーアップボタンを押して^さい。 

No. 請i 

1 
r吕PEED UP 1 

スピードアップ 
S高目段階までスピードアップでさまず。 

2 
「MISSILE 1 

ミサイル 
遍±おS萬Hサィル。2難渡までHサィ 
ルのスピードアップがでさまず。 

3 
「DOUBLE 1 

ダブル 
2方向ビーム砲。天上にいる敵への攻撃 
に有効でず。 

4 
1 LASER 1 

レーザー 

買通力のあるレーザービーム砲。ss提 
まで長くでさまず。 

己 
で戸干厄N 1 

オプション 
2体までがけることがでさ、分身からも 
ミサイル，ダブル，レーザー攻撃できまず。 

巨 

1 ?1 

バリア 
前方から来た5|や謗を已堯まで赢文るこ 
とがでさまず。八’IJアが赤くなるのは、 
あと1発の巧弾で失ラといラ合図でず。 

►同時Iこいくつものパワーアップがでさまずが、ダブルとレーザーを嵩日苗こ 

使用ずることはでさません。 , 



しよう々、し、 

巨•キャラクターの紹介 

シールドバー5邮PTS 

Aフォス 

ゼロス標準巡洋機 
ポイント 

100PTS 

ひようじ♦んせんとうき 

ゼロス標準戦闘機 
ポイント 

100PTS 

▲ダッカー 

ほこうがたたいくう 

歩巧型対空ロボッh 
ポイント 

100PTS 

Aザブ 
じくうかんいどうばくらい 

時空間移動爆雷 
ポイント 

100PTS 

▲ジャン八‘一 

機動ロボット 

1D0PTS 

ゼロス輸を船 
ポイント 

100PTS 

Aデイー01 

プラズマ謎望養 
ポイント 

100PTS 

▲ビーンス 
ゆうげきていさつき 

遊撃偵察機 
ポイント 

100PTS 

▲ダグム 

スクランブル八ツチ 
ポイント 

1日邮PTS 

9 



G R A D 

キャラクターの紹介 

U S 

lOOOPTS 
ポイント 

加OPTS 

3000PTS 
破壊不可能 

R A D I U S 

▲カニム 

スクランブル八ツチ 

lOOQpfs 

MSXオリジナル 
ア乂一八一▲ 
ゆう#こうたい 

有機抗体 

IDDPfs 

ML 



义山ステージ- 

&箭は線に護われた苹な藥薑であった。しかし、だ□スの侵略じより、ゼ 

ロス軍の前衛基地と化してしまった。. 

ストーンヘンジ- 

アステロイドの岩石群を再構成し、宇宙基地として桑いたもの。. 

モアイステージ—— 

を難から辜害の等り茜として達られたモアイ像。だ□スはこれを恐怖のイオ 

ン砲台に改造した。. 

逆义山ステージ-- 

芙と益がぎ蓋になった衛星。地上基地のラストにはアイアンメイデンが待ち受 

けている0 . 

巧のステージ- 

だロス軍は超を代生物の化石を改造し、八イパーイオン砲台とした。（MSX 

オリジナルステージ）. 
しよ〈しゆ __ 

章蓋に著邊ずる描輩蓬蓋巧。硝の拐蘇を®翁ずると讀ぃ*程の鋒ををず。. 

«腹ステージ- 

巨大な細胞組織から成る未知のお界。細胞巧には外敵から身を守るため、ア 
メーバが侵入者を追撃する。. 

ゼロス要きステージ-- 

»接ステージである。この姜塞は《誠說じある置关な確（バイオコンピユー 
夕） によって制御されている。. 
エクストラステージ（I〜ff )- 

パラレルワールドじを在ずる巧時空巧巧。入口は解明されていないが、パラ 
レルワールドでは数々のスリルと冒険が約束されているといラ。. 

GRAD _ I_U _S 

呂.エクスhラステージ 

-クストラテージに進むには、通常の 

ステージのどこかに隱されているワープゾーンを探し出さなければなりません。 

ェクスhラステージは、メイズ（迷路）になっていて、特定のパワーアップ 

を持たないとイェローカフセルを取れなかったり、罵から逃げられなかった 

りずるかもしれません。- 

rフ;スレ^祀 

1.邮0;ぶ01盤心廊^^3 まます 

じ出ている 

加日、 

まず。 

グIJーンカプセル 

1UPカプセル。プレイヤー数が1機增えまず。 

ェクスhラステージは、イェローカプセルホグリーンカプセルが隱されてい 

まず。得点增加や残り数增加のでさる奥のステージに進むための準備ステー 

ジとして役立てて下さい。また、ェクスhラステージはそれぞれ特徴あるメ 

イズになっていまずのでカプセルが取れなくてち十分楽しんでいただけまず。 

—l/J 



G R_A_D!U S 

•八イスコアのための辜對 

•赤い敵は謹さず攻撃し、パワーカプセルを《いもろラ。 

•敵の?iはプレイヤーを狙ってくるので、前後に引さつけた0して狙い撃ちさ 

れないよラにしよラ。 

♦ふffiでは逃げるばかりでなく、レ~ザ_とオプションなどで岩石を破壊しよラ。 

•ダッカーは画面左端の上下から突然出てくるので気をつけよラ。 

•破壊でさない敵を覚えておこラ。 
•痛辈の爭お核を爆破ずると、触手全体が爆発ずる/また、腕の赤い玉を狙え 

ば腕を爆破でさる/ 

• メガデスは出てさたら、ずぐじ爆破しよラ/ホネムをミサイルまたはダブル 

で爆破ずると、爆破されたホネムからはメガデスは出てこなし、。 

•エクスhラステージへのワープゾーンを見つけ、得点を稼ごラ。 

•オプションのフォーメーションを地おじ合わせて変化させ、頭脳的な攻撃を 

しよラ。 

•逆火山の慎火では真下に待機し、噴乂の切れ目を狙って一気にくぐり抜け 

よラ。 

♦バリアは無くなったとさにずぐ装着でさるよラ、常に準備しておこラ。 

•安全地帯を見つけよラ。 

♦ミサイル威力はさ基も。必ず装備しましよラ。 

• .\11 

G R A D I U S 

♦各ステージでは、有効なパワーアップが微妙に違いまず。下の表を参考に 

してあなた独自の作戦を組み立ててください。 

ステージ コナミからアドバイス（寶は有効的パワーアップ） 

かざん 

乂山 
"オプションーミサイル"とパワーアップして浮巧 
火山の前でレーザーじチてンジ/寅ダブル 

ス^ンヘンジ 
オプションがあればレーザーも有利。弾を避けられ 
るスペースを取ろラ/食ダブル 

モアイ 
オプションを縦横じを化させ地おじ合ったフォーメ 
ーションをとろラ。魚レーザー 

ぎや< かざん 

逆火山 
アイアンメイデンが出て巧たらジャンパーとダッカ 
一にを意しよう。有ダブル 

ほね 

骨 
先制攻»とオプションのフォーメーションが効果あ 
り。有レーザー 

しょくしゅ 

触手 
とにかく早目にやっつける。正確に狙えばパワーア 
ップなしでちクリアでさる/ 

と < しゅさい(J■う 

特殊細胞 
アメー八は普巧のビームなら己発当らなければ爆破 
でさないけど、有レーザーなら1発でOK// 

ゼ□ス賽醒 
バリアの予備を持つのがクリアのための必勝テクニ 
ック/メカ触手は先端を狙おラ。重ダブル 

エクストラ 
富得点のチャンス/陌[しカフたルや抜け道を探し出 

そラ。'有ダブル 

♦落了•茹了を除き，この取の説明害の再発巧はいたしません。 
•この製品はMSX規裕の/スーソナルコンピュータじな通してご使用いただけます。 
•カーhUツジを着脱するときは必す本化電源OFFじして < ださい。 
•精密機器ですならおがじろ解しないで<ださい。 
•この商品はコナS工業株す会なヴ開発したブIJジナん作おです。当社の許巧な<、 
映像、音響、ブ□ブラム、印刷物などの、全部又は一部を巧製することを禁じます。 

© Konami 1986 


